
 

 

第６３８回例会 通巻６１１号

平成２２年 10 月２１日 ２０１０～２０１１年度Ｎｏ．１３

 各種お祝い 

   

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
 

S.A.A 出席報告 
 

     

 

本日の例会  

◆会長の時間◆出席報告◆幹事報告 

◆委員会報告◆地区大会事務局長報告 

◆ＳＡＡ報告 

10 月 21 日(木) 

堺 12RC 合同交流会 
第一ホテル堺 

 

次回の例会予告（第 639 回例会）

10 月 28 日(木) 

『地区大会リハーサル』 
小野 晃範  岡田 正一 

 

 

次々回の例会予告（第 640 回例会）

11 月 4 日(木) 

『クラブフォーラム』 
 

 会 員 総 数 34 名 

本 日 の 出 席 24 名 

(内出席率計算会員) 24 名 

本 日 の 出 席 率 86.21％ 

修正出席率 (９/９) 96.55％ 

会員誕生日：山田真樹会員 
結婚記念日：田中眞琴会員･三村文男会員･森島憲治会員 

松本美和子会員･中井昭宏会員 
家族誕生日：酒井千鶴様･片岡智恵子様･石田巧一様 

犬伏俊嗣様･河野公美様 
創業記念日：辻野美智子会員田中眞琴会員･上田俊夫会員 

尾羽根伸幸会員･河野強会員 
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例会の記録 (第６３７回例会)             ･･････ 10 月 14 日･･････ 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」             

ロータリーソング ｢堺フェニックスロータリークラブの歌｣  

会長の時間    片木 修 会長 

 
 

 

 

 

本日、午後 0 時 32 分（現地時間、午前 0 時

32 分）チリの落盤事故による被災者 33 名全員

が “フェニックス” と命名されたカプセル

で、無事救出されたという報道がありました。8

月 5日に事故が発生してから、実に、69日ぶり

に救出されたわけですが、この間、被災者に絶

望感の漂う中、救出連絡の取れるまでの期間を

約 20 日とみて備蓄食料の配分を決定し、被災者

の混乱を和らげ、必ず救出されるという希望を

持たせて統率したという、現場監督のルイス・

アルスアさんのリーダーシップには本当に感銘

させられました。そして、ほゞ、見込みどおり

の8月22日に探査ドリルが地下700メートルの

避難場所に到達し、地上との連絡がとれるよう

になった訳ですが、実際には、ほとんど神に祈

るしか方法が無い中、全員に希望を持たせて救

出に導いた精神力のすごさと、この事故に対す

るチリ政府当局のすばやい適切な取り組みと、

その対応については、大いに見習わなければな

らないと痛感いたしました。 

 ところで、今月は職業奉仕月間です。私は、

以前に職業奉仕委員長を担当したときから、職

業奉仕についての考え方を、ロータリーの職業

奉仕の考え方とは若干異なるのかも知れません

が、近江商人の「売り手よし、買い手よし、世

間よし。」の三方よしの考え方になぞらえて、「自

己の満足度、相手の満足度、社会の満足度」の

三者のバランスを常に、念頭において行動する

ことが何よりであると考えております。 

職業奉仕についての考え方については、いろい

ろご意見もあろうかと存じますので、会員の皆

様方のご意見をお伺いしたいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

                  以上 

幹事報告       京谷 知明 幹事 

 

 

 

 

 

✿10 月 21 日堺 12RC 合同交流会(第一ホテル堺

午後5時30分受付6時開宴は150名以上が参加

する親睦会です。参加登録料 5000 円(仮)堺フラ

ワーRC の新メンバーの方々も参加。5 クラブが

例会変更致します。 

✿例会変更 ･堺おおいずみ RC10 月 27 日(水)

→10 月 30 日(土)18 時～創立 26 周年記念例会ﾘ

ｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H ･堺泉ヶ丘11月 9日→11月 7日地区

大会、16 日→14 日(日)14 回南区ふれあい祭り

(西原公園) ･堺東南→21 日→同日１２RC 合同

交流会、4日→3日(祝)奈良平城京と薬師寺、11

日(木) →11月 7 日地区大会 

✿(仮)堺フラワーRC 今後の予定は、10 月 16 日

練習例会 10時 30 分ｺﾝﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙ堺、 

以上 

委員会報告  
雑誌･広報委員長  田中 範子会員 

 

 
ロータリーの友  

2010 年 10 月号 

 

○横組 

１．RI 指定記事 

RI会長メッセージ－遙かなるニューオーリン

ズ－  p1 

RI 会長 レイ・クリンギンスミス 

 RI 会長からの国際大会の案内です。会長は、

「私たちの年次大会は、さまざまな魅力に富ん 

 でいるので筆舌に尽くし難いものです」と述

べています。そして「世の中をより良くする

ために共に働く者として、ニューオーリンズ

に集いましょう。」と呼びかけておられます。 



 

 

２．特集  

職業奉仕月間  p5-14 

ロータリーの金看板とされる職業奉仕。職業 

奉仕の意図するところは何でしょうか。 

永遠の課題 職業奉仕 p6-10 

職業倫理について第 2680 地区パストガバナー 

・深川純一氏が、故佐藤千壽パストガバナー 

を紹介しながら語っています。 

四つのテスト その由来をひもとく p11-13 

由来を知ることにより、より深くこのテストを

理解することが出来るでしょう。 

３．特集 

米山月間 関連記事 p15-19 

４．岐路に立つ微笑みの国 タイ 

～安定の基盤・王政の揺らぎ～ p20-21 

当クラブにとって身近なタイ。社会の主役は軍

から商売人に。都市と農村の格差を広げた市場

経済。タイ社会に潜む矛盾が今回の騒乱のもと。

収集策は誰にも判らない。 

  

○縦組 

１．SPEECH   

キリマンジャロの雪が消える p2-6 

地球の温暖化は人間が放出する化石燃料消費ガ

スだけによる物ではないという説に大変興味を

持ちました。我々は CO２排出を抑えることばか

り強調していますが、環境問題はそればかりで

はないようです。 

 

２．卓話の泉 ドイツワイン  p10 

娘の所に年何回かピーロートさんからワインが

送られてきます。 

ドイツワインはやはり白、私もおいしく頂いて

います。ドイツワインの甘みは日本酒に似てい

て酸味、樽の香りが感じられ日本人向きだとピ

ーロートの倉田さんのお話です。なるほど・・・。 

 

その他、地区関連記事はお手元の「地区だより」

をご参照下さい。           以上 

 

 

地区大会について    岡田正一会員 
 

 

 

 

 

 

13 日にコ・ホストクラブの会長、幹事と、地区

大会事務所とで、今日までの経過とこれからの

進行についての打合せを実施した。詳細につい

ては、10 月 26 日に再度打合せの上決定する事

にした。場所：ガバナー事務所ログハウスにて

18 時 30 分より行います。尚、地区大会事務所

より小野、上田、岡田が出席しました。 

当日のプログラムについては別記の通りです。 

 

大会第１日 11 月 6 日（土）      

 会場：全日空ゲートタワーホテル大阪 
12：00  登録・受付  

12：30  地区大会関連委員会会議 

～13：30 「信任状委員会/選挙委員会/決議委

員会/登録委員会」 

本会議 

13:30  登録・受付  

14：00  開 会・・・・司会  上田 俊夫 

開会点鐘・・・・・・・・ガバナー米田眞理子 

国歌斉唱・・・・・・・・ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ塩路 良一 

（ガバナー補佐） 

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

14：10 開会の挨拶・・大会実行委員長小野晃範 

歓迎の挨拶・・・ホストクラブ会長片木修 

14：20 RI 会長代理紹介 

来賓紹介・・・・ガバナー米田眞理子 

14：30 ガバナー挨拶・地区現況報告 

・・・・・・・・・・・ ガバナー米田眞理子 

14：45  RI 会長代理基調講演 

「世界が期待するロータリー」・・ＲＩ会長代理 

15：30  地区指導者育成セミナー  

｢ロータリーの未来」第 2770地区 RI 研修ﾘｰﾀﾞｰ 

16：30 GSE プログラム 

 GSE 団長 トクチョン・パク・チュル 

16：45 米山学友ホームカミングプログラム・・

米山学友会初代会長 

17：00「地区青少年の奉仕プロジェクトについ

て」 

地区青少年ライラ委員会委員長 丸山 信仁 

17：15 地区大会信任状委員会報告 

委員長  三軒 久義 

地区大会選挙委員会報告 

委員長  平原 祥彰 

17：30 閉会点鐘・・・ガバナー 米田眞理子 

RI 会長代理歓迎晩餐会  
17：30  受付・登録 

18：00  開 宴 

歓迎アトラクション｢マリンバ演奏」松本真理子 

18：30  歓迎の挨拶・・ガバナー  米田眞理子 

ＲＩ会長代理挨拶・・ 

ＲＩ会長代理 今井 鎮雄 

乾 杯・・・ 

第 2710 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ南園 義一 

 

アトラクション  

「祝舞」上七軒「ブラジルサンバショー」 



 

 

20：25 手に手つないで 

・ ソングリーダー 塩路 良一 

20：30 閉宴の挨拶・・大会副委員長 京谷知明 

大 会 第 ２ 日  11 月 ７ 日 （ 日 ）               

会場：ビッグアイ 

本会議 
9：00 登録・受付 [～10：00 友愛の広場にて

お茶席、ドリンクサービス・パネル展示] 

9：20  歓迎演奏 

初芝立命館高校・中学校吹奏楽部 

・ 初芝シャイニング 

9：50 入場アナウンス 

10：00   開 会・・・司会 SAA 京谷 知明 

岡田 正一 

田中むつみ  

開会点鐘  ・・・・ガバナー 米田眞理子 

国歌 ロータリーソング斉唱 

ソングリーダー 

開会の挨拶 大会実行委員長 

歓迎の挨拶 ホストクラブ会長 

物故会員に黙祷 

10：25  RI 会長代理及び来賓紹介 

パストガバナー・ガバナー補佐紹介 

・・・・ガバナー 米田眞理子 

10：55 ガバナー挨拶・ガバナー 米田眞理子

11：05 来賓祝辞  堺市長  竹山 修身

11：10  RI 会長代理挨拶 RI現況報告 

RI 会長代理  今井 鎮雄 

11：45 地区大会登録委員会報告 

委員長  勝野 露観

地区大会決議委員会報告 

委員長 村上有司 

大会決議採択・ガバナー 米田眞理子

12：00 昼食交流会 （全フロア使用） 

12：40 アトラクション 「堺子供太鼓」 

13：00 ｢書家・大揮毫]  書 家 吉川  壽一

（福井フェニックスＲＣ） 

13：30 記念講演「歴史に学ぶ日本のこころ」 

薬師寺管主（奈良ＲＣ） 

15：00 ロータリー情報・記念事業発表 

ビデオ放映 

15：15 GSE・青少年交換学生・財団奨学生・米 

山奨学生・インターアクト 

ローターアクト紹介・表彰・記念品贈 

呈・ゴルフ大会表彰  

ガバナー   米田眞理子 

16：40 RI 会長代理講評 

RI 会長代理  今井 鎮雄  

16：45 閉会のことば 

16：50 手に手つないで 

ソングリーダー  塩路 良一  

17：00 [日本一蕎麦打ち名人高橋邦弘氏による

軽食サービスあり] 

 

にこにこ   
 

   上海シンポジューム出席出来ず残念でし

た。地区大会についていろいろお世話になりま

すが、よろしくお願いします。 

             片木 修 会長 

 

米山学友会主催の｢上海シンポジューム｣で

は、米田ガバナー、石田さん、松本さん、三村

さん、田辺君、向井君、そして事務員の細川さ

ん、盛岡さん、お世話になりました。参加協力

に心から感謝致します。   京谷 知明幹事 

 

 

   創立記念のお祝いを頂きました。  

上田 俊夫会員 

 

 

   地区大会まで 1 ヶ月を切りました。岡田

会員ご苦労をお掛けします。全会員一丸となっ

て頑張りましょう。     岡本 勝士会員 

 

   嫁の誕生祝い本当にありがとうございま

す。また、創業記念もありがとうございます。

三村様、岡田様、本当におつかれさまです。今

度も宜しくお願い致します。  河野 強会員 

 

    

   小野先生、岡田様、いつも大変なご苦労

をお掛け致しております。ほんとうにお疲れ様

です。本日も宜しくお願い致します。  

辻野 美智子会員 

 

   記念日のお祝いありがとうございました。

ゴルフ大会、ご協力宜しくお願いします。 

三村 文男会員 

 

    

 

      

 

 

                    

  

 

    

    


